（第２号様式）（用紙日本工業規格Ａ３横長型）

平成 29 年３月 30 日
県立横浜南養護学校長

平成 28 年度 学校評価報告書（目標設定・実施結果）
視 ４年間の目標
点 (平成 28 年度策定)

教
育
課
程
1 ・
学
習
指
導

児
童
・
生
徒
2 指
導
・
支
援

進
路
指
3 導
・
支
援

・自立と社会参
加を目指し、児
童・生徒の実態
を的確に把握
し、入院中の学
習保障をすると
共に、柔軟かつ
多様な充実した
教育活動を実践
する。

１年間の
目標
①ICT 機器等の
有効活用による
環境整備を推進
する。
②全ての教員が
ICT 機器を活用
した授業を実践
する。

の 内

①組織的に支
援・指導し、情
報を共有するシ
ステムを構築す
る。
②教育相談報告
様式や相談実践
体制を整理す
る。

評価の観点

①文科省「入院児童生
徒等への教育保障体制
整備事業」により、
ICT 機器等およびシス
テムを導入し、教室、
病棟、ベッドサイドを
つなぐことによる児童
生徒の多様な学びの場
を整備する。

1 整備事業を受け
○
て、ICT 機器等お
よびシステムを円
滑に導入し、児童
生徒の多様な教育
環境の整備を推進
することができた
か。

①個別教育計画の様式
見直しも含め、活用し
やすい支援ツールの改
善を図る。指導検討
会、こころカンファレ
ンス、肢体･重心連絡
会等で情報を交換し指
導方法・指導内容を確
認し、チームとして指
導に当たる。
②教育相談報告様式や
相談実践体制の見直し
改善を図り、本校の実
情に適したシステムの
構築を図る。

・一人ひとりの
将来の生活の充
実を目指し、医
療状況や復学時
期への見通しに
応じた進路指
導・復学支援等
を行う。

①復学支援・進
路指導を組織的
に行う。

容

具体的な方策

②同事業により整備さ
れる ICT 機器等を活用
した授業を実施し事例
を積み上げ、教育内容
の充実と学習保障を図
り、児童生徒の復学支
援体制の充実につなげ
る。

・ICT 機器等の
有効活用による
環境整備を推進
し、多様な授業
の実践・研究を
推進する。

・児童・生徒一
人ひとりの個性
や医療状況を尊
重し、ニーズに
応じた支援・指
導を組織的に行
う。

取 組

①復学支援が必要なケ
ースに応じて、コーデ
ィネーターと協働し、
関係者による支援会議
や地元校への試験登校
を通じて実効的な支援
を行う。進路指導で
は、進路担当を中心に
進路指導の年間予定に
沿って指導するととも
に志望校、教育委員会
等と連携し、受検方
法、申請の手続きや、
必要な移行支援を確実
に進める。

②全ての教員が
ICT 機器を利活用
した授業を実践
し、教育内容の充
実と学習保障を図
り、児童生徒の復
学支援体制の充実
につなげることが
できたか。

①組織的に支援・
指導し、情報を共
有するシステムを
構築し、指導内容
や指導方法、配慮
事項等の情報を共
有しチームとして
支援・指導するこ
とができたか。
②本校の実情に適
した教育相談報告
様式や相談実践体
制を整理し、活用
することができた
か。

①関係者と連携を
図りながら、児童
生徒一人ひとりの
ニーズに応じた復
学支援・進路指導
を組織的に円滑に
行うことができた
か。

校 内

評

価

達成状況

課題・改善方策等

① 達成した
①
調べ学習や視覚教材として、
タブレットやスレート PC を活
用し、調べ学習や視聴覚教材
として日常的に活用した。中
学部では 全教科の授業で ICT
を活用した授業を行ってい
る。事業により機器が導入さ
れ「つなぐ授業」がスタート
した。重心でも PC での実践に
加え、iPad を活用した実践も
みられるようになった。
② 概ね達成した
校内研究を通して、ICT 活用に
ついて考察を深めた。また、
通信環境が整い始めたこと
で、病棟学習室や教室と繋げ
て学習するようになった。ICT
活用の研修会を行った。

①活用法の共有について、
更に学部教員間で進めてい
く。可能な範囲で ICT を用
いた実践例や工夫などを共
有し実践・活用を重ねてい
く。重心部門にとっての
ICT を AT（支援技術）と広
くとらえて、可能なところ
で実践していく。
②試行を繰り返しながら、
ノウハウを蓄積し、より効
果的な活用方法について研
修していく。今年度導入さ
れた Web 会議システムにつ
いては、機器操作や実践の
積み重ねが必要。施設内と
外部をつなぐ ICT の環境設
定を整備する。

① 達成した
①
指導検討会やカンファレンス
を通し指導内容や指導方法、
配慮事項等の情報を共有し支
援・指導している。日々の授
業の振り返り、学期末の評
価、授業打合せ等の際、個々
の児童生徒のねらいを意識し
た話し合いが行えた。
② 概ね達成した
保護者の要望や必要に応じ、
コーディネーターを交えて指
導方針の検討やカンファレン
スを効果的に行った。必要な
情報を個人ファイルに綴じ込
み回覧等により活用し管理し
ている。転学相談記録をと
り、転入前に担任団で情報を
共有することができた。
① 概ね達成した
①
本人や保護者に不安や疑問が
あった場合は、教育企画 GL や
学部長から情報を得て必要に
応じてコーディネーターがサ
ポートした。地元校で復学支
援会議を行う際は、医療関係
者と連携し、地元校に情報を
提供した。地元校で行ったす
べての支援会議に担任が同行
した。病院内で行った復学支
援会議には、主治医や病棟看
護師に参加してもらった。

①今後も情報の共有に加
え、指導の方向性や方法に
ついての意見交換を意識し
て行っていく。個人ファイ
ルにより、支援シート・個
別の教育計画を作成したた
め迅速に計画を立て指導に
当たることができた。個別
②
の教育計画をより日常的な
ツールとするために、児童
生徒のアセスメントや記述
内容の具体化について考え
ていく必要がある。

学校関係者評価
（３月２日実施）
<学校評議員>
① 積 極 的 に ICT を 導 入
し、授業を工夫し、学級
と病棟をつなぐなど効果
的な教育を実践し、短期
間で十分な成果を出して
いる。
②教員が ICT 機器の研修
をしてすぐに生徒の学習
に生かされている。タブ
レット等も活用し、手術
前のこどもの心理を和ら
げた事例は評価できる。
授業の工夫ができている
か
<病院関係者ｱﾝｹｰﾄ>
できている 84％
<保護者ｱﾝｹｰﾄ>
そう思う 98％

<学校評議員>
①学校内だけでなく、病
棟との連携も図り画像を
有効活用し、個々のこど
もの状況に合わせた対応
をすることができてい
る。
②様式、体制の見直し、
改善について実情に合わ
せて取り組んでいる。
医療との連携が取れている
か
<病院関係者ｱﾝｹｰﾄ>
②今後も転入や復学に向 できている 83％
け て 不 安 を 軽 減 す る よ <保護者ｱﾝｹｰﾄ>
う、適切な支援体制を整 そう思う 98％

える。

①必要に応じて諸機関と連
携して個に応じた適切な移
行支援が行えたが、事務処
理期限ぎりぎりに対応せざ
るを得ないケースがあった
ので、更に正確で十分な情
報を処理する必要がある。
家庭状況から、志願相談設
定が難しいケースも考えら
れるため、引き続き施設と
の連携を密に行っていく。

<学校評議員>
①転入転出時の書類等一
般の学校と比べるとかな
りの数になる。復学支援
進路指導も各諸機関と連
携を取り丁寧に取り組ん
でいる。
安心して復学できる支援
や相談ができているか
<病院関係者ｱﾝｹｰﾄ>
できている 70％
<保護者ｱﾝｹｰﾄ>
そう思う 93％

総合評価（３月９日実施）
成果と課題
①成果：事業により ICT
機器等およびシステムを
導入し、つなぐ授業によ
る児童生徒の多様な学び
の場を整備することがで
きた。
課題：Web 会議システム
を利用するに当たり、接
続状況に不安定さがあ
る。生徒の自宅や地元校
と結ぶ取組がこれからの
課題である。
②成果：ICT 機器等を活
用した授業を実施し、事
例を積み上げ、教育内容
の充実と学習保障を図る
ことができた。
課題：全員が取組むには
至っていない。
①成果：組織的に支援・
指導し、情報を共有する
システムを構築し、指導
内容や指導方法、配慮事
項等の情報を共有しチー
ムとして支援・指導する
ことができた。
②成果：本校の実情に適
した教育相談報告様式や
相談実践体制を整理し、
活用することができた。
課題：個別の教育計画が
児童・生徒一人ひとりの
個性や医療状況を尊重
し、ニーズに応じた授業
や支援・指導に結びつい
ているか検討が必要であ
る。
①成果：関係者と連携を
図りながら、児童生徒一
人ひとりのニーズに応じ
た復学支援を組織的に円
滑に行うことができた。
院内受検をはじめとし
て、生徒が安心して進路
を決定していくための支
援体制を整備することが
できた。
課題：転出入の多さに加
え、短期の在籍や突然の
転出入にも臨機応変に対
応する必要がある。

改善方策等
①次年度も事業継続を希望
し、予算的な裏づけを得て、
必要な機材の追加整備や、シ
ステムの継続を図る。
Web 会議システムを円滑に
利用できるよう、技術的な研
究も推進し、安定した接続環
境を整備する。
復学支援のための基礎的環
境を整備し、結ぶネットワー
クの拡大を図る。
②ICT 機器を活用した実践を
さらに積み上げ、その教育的
効果を検証し、発信する。
全ての教員が ICT 機器の
活用を行え るよう 研修を促
進し、ICT 活用環境を整備す
る。
①引き続き、個別の教育計画
をより日常的なツールとする
ための様式見直しも含め、活
用しやすい支援ツールの改善
を図る。
医療関係者との連携をさら
に推進し、組織として情報を
共有し、活用できるしくみを
整理する。
教育相談に係る教育相談コ
ーディネーターや教務主任、
学部長・部門長の役割を明確
にしながら、組織として相談
に当たるしくみを整理する。

①復学支援・進路指導にあた
っては、連携が必要な関係者
や関係機関は多岐にわたる。
情報の共有や共通理解がスム
ーズに行えるよう、一層の連
携の充実が求められる。その
連携を組織的に行っていくた
めに、会議設定や参加者の見
直しを図り、児童生徒一人ひ
とりのニーズに応じた支援が
行えるよう調整を図る。
転出入の情報を確実に共有
し、円滑に対応できるよう事
前の準備を進めておく。

視 ４年間の目標
点 (平成 28 年度策定)
・地域の小中学
校へのコンサル
テーションを実
践し、さらに地
域の特別支援学
校へ支援をつな
ぐ。

地
域
等
4 と
の
協
働

・病弱教育に関
する理解や啓発
を進めるため、
地域の小中学校
や特別支援学校
へ発信する。

・教職員の人格
的資質、専門性
の向上を図る。
・限られた利用
可能施設や、制
約が多い環境の
整備と最大限の
活用を図る。

学
校
管
理
5 ・
学
校
運
営

・事故、不祥事
防止を徹底す
る。

１年間の
目標
①相談内容の情
報共有や組織的
な対応の基本的
な流れと体制を
構築する。
②研修会やセミ
ナー等を開催
し、病弱教育に
関する理解を進
める。

①ICT 機器を全
ての教職員が活
用できるよう研
修やサポートの
システムを構築
する。
②各種マニュア
ルの確認や内容
の周知徹底を進
める。

取 組

の 内

容

具体的な方策

評価の観点

①地域の小中学校への
コンサルテーションを
実践しながら、相談内
容の情報共有化を図る
ための仕組みを作り、
組織として対応してい
くためのシステムを構
築する。

①相談内容の情報
共有や組織的な対
応の基本的な流れ
と体制を構築する
ことができたか。

②公開講座「こども理
解のための研修会」を
年間２回実施し、県内
の特別支援学校や児童
生徒の前籍校へ案内を
送り、病弱教育に関す
る理解を進める。文科
省事業の推進や校内研
究の成果を集録した
「研究のまとめ」を作
成し、ホームページや
「南の風」通信などで
本校の実践を他校へ発
信する。

①校内研究や研修会等
を通し、ICT 機器を用
いた実践例や工夫など
を報告しあい、指導内
容、指導方法を共有し
深め合う。
②安心で安全な学校を
作るために各種マニュ
アルの周知、確認を推
進し、必要に応じて整
備、見直しを図り、事
故、不祥事防止を徹底
する。特に転出入手続
き等を関連職員と連携
し、正確･迅速に行う
システムを構築する。

②公開講座を開催
し、病弱教育に関
する理解を進める
ことができたか。
さまざまな機会や
方法により本校の
実践を他校へ発信
できたか。

①ICT 機器に関す
る研修やサポート
のシステムを整備
し、ICT 機器を全
ての教職員が利活
用することができ
るようになった
か。
②各種マニュアル
の確認や内容の周
知徹底を進めるこ
とができたか。必
要に応じた改善を
図ることができた
か。

校 内

評

価

学校関係者評価
（３月２日実施）

達成状況

課題・改善方策等

① 概ね達成した
教育相談での児童生徒の情報
は、担任、学部 L、教育企画
GL、支援連携 GL にできるだけ
早く情報を伝え、共有してい
る。本校の情報は、会議等で
は積極的に伝えるようにして
いる。学部会ではコーディネ
ーターも出席をして情報を共
有している。
② 達成した
公開講座「こども理解のため
の研修会」で医師による講演
を実施し外部 4 名が参加、Ｏ
Ｔ，ＰＴによる講演を実施
し、外部６名が参加した。大
学教授による公開講座「病弱
教育におけるＩＣＴの活用」
を実施し外部 3 名が参加し
た。どの講座でも参加者の評
価は高く、病弱教育に関する
理解を深めることができた。
本校の HP を親しみやすいよう
に改善した。

①次年度も教育相談コーデ
ィネーターと学部部門、校
務 G との協働を継続する。
②年度当初に計画していな
かった公開講座を、ニーズ
に応じて計画立案した。今
後も柔軟に対応したい。
「こども理解のための研修
会」は毎年２回ずつ行って
きたが、今年度から公開講
座が１つ増えたこともあ
り、その年度のテーマとな
る病棟によっては１回にす
るなど、柔軟な対応が必要
である。

<学校評議員>
①こどもたちの個別性に
寄り添いながらの相談内
容も多くなっており、小
中学校との連携、コンサ
ルテーションも進められ
ていると評価できる。
②公開講座も外部講師に
来ていただいてしっかり
とした取組がなされてい
る。｢南の風｣は病院にも
配付されており、学校が
どのような取組をしてい
るか理解することにつな
がっている。様々な事を
やっていることが分かっ
たが、病院にも定期的に
情報提供していただける
と必要な情報の共有がよ
りできるのではないか。
期待や心配を保護者とと
もに話し合い、相談する
ことができたか
<保護者ｱﾝｹｰﾄ>
そう思う 98％

① 概ね達成した
ICT 関連機器の保守、保管につ
いて管理規程を策定し、事故
防止会議で職員に説明、周知
をした。校内研究を通し、ICT
を用いた実践例や工夫などを
報告し合い共有している。ま
た、教員が講師になり、職員
を対象に ICT に関する研修会
を行った。スキルアップを目
的にプレゼンテーションソフ
トを使った資料をつくり、発
表し合った。
②
達成した
指導要録のチェックリストを
送付することでミスが減少し
た。教科書係と連携し転出者
ファイルの作成がより速やか
に行えている。行事の企画立
案と実施に当たって確実な運
営と円滑な引継のために、業
務遂行表を作成した。行事終
了後には、振り返りの後、次
年度の行事の実施計画案を作
成、次年度に引き継ぐように
した。
防災活動マニュアルについ
て、本校の実態に沿って内容
の更新を行った。私費会計処
理マニュアル次年度版を今年
度中にまとめ、H29 年度私費会
計マニュアルの説明、周知を
事故防止会議で行った。

① ICT 関連の機器操作、保
守、管理についての研修及
び周知を引き続き行う。
可能な範囲で ICT を用いた
実践例や工夫などを共有し
実践・活用を重ねたが、今
年度導入された Web 会議シ
ステムについては、引き続
き機器操作の研修や授業実
践の積み重ねが必要。
③共同して業務を行えた
が、前籍校の不備によるヒ
ヤリハットがあった。この
ような場合があるため、さ
らに確認を徹底する。校外
用のチェックリストは今後
も改良する。校内の転籍書
類を見える化し、さらに分
かり易い管理を行うと共
に、個人情報の適切な管理
を継続する。

<学校評議員>
①ICT 機器を有効に活用
するために、研修やサポ
ートシステムの充実等よ
く取り組んでいる。管理
部門や病院との連携もし
っかりなされている。院
内 LAN を含めセキュリテ
ィについても適切に対応
している。
②組織的な学校運営がな
され安全で安心できる学
校づくりに職員が一丸と
なって取り組んでいる。
病弱教育に携わる職員と
して、納得のいく研修が
できたか。また研修等を
通して病弱教育に関する
自己の専門性を向上させ
ることができたか
<本校教職員ｱﾝｹｰﾄ>
とてもそう思う 39.5％
そう思う 48.8％
あまり思わない 11.6％
児童・生徒が安心・安全
に学校生活を送れるよ
う、教育公務員としての
自覚を持って、事故防
止・不祥事ゼロを推進す
ることができたか
<本校教職員ｱﾝｹｰﾄ>
とてもそう思う 77.3％
そう思う 22.7％
あまり思わない 0％

学校防災マニュアルの更
新、防災訓練実施手順の
見直し。外部講師による
DIG 研修会の開催。私費会
計マニュアルの更新等を
引き続き行って行く。

総合評価（３月９日実施）
成果と課題
①成果：相談内容の情報
共有や組織的な対応の基
本的な流れと体制を構築
することができた。
課題：教育相談に当たる
人材の育成が急務であ
る。
②成果：公開講座を開催
し、病弱教育に関する理
解を進めることができ
た。ホームページのリニ
ューアルなどさまざまな
機会や方法により本校の
実践を外部へ発信でき
た。
課題：情報発信について
はその手段と内容を常に
見直し、改善していく必
要がある。

①成果：ICT 機器に関す
る研修やサポートのシス
テムを整備し、ICT 機器
を教職員が利活用するこ
とができる環境が整備さ
れてきた。
課題：ICT 機器に対する
関心や理解度、習熟度の
個人差が大きい。
②成果：各種マニュアル
の確認や内容の周知徹底
を進めることができた。
学校防災マニュアルや私
費会計マニュアルなど必
要に応じた改善を図るこ
とができた。
課題：転出入時の書類(教
科用図書給与証明や指導
要録等)に関してヒヤリハ
ットが何回かあり、事故
に結びつく可能性があ
る。

改善方策等
①病弱特別支援学校としての
センター的機能としても教育
相談機能の一層の充実を図る
必要がある。教育相談コーデ
ィネーターの育成を図り、組
織として継続的に支援できる
体制を整える。
②「南の風」は注目度も高
い。親しみやすく分かりやす
い紙面づくりをめざして、刷
新を図る。
ホームページについても随
時最新の情報を登載し、必要
に応じたリニューアルを図
る。
公開講座の告知方法につい
ても検討し、多くの方々に参
加していただける研修の機会
を提供する。

①今年度は可能な範囲で ICT
を用いた実践例や工夫などを
共有し、実践・活用を重ねた
が、Web 会議システムについ
ては、引き続き機器操作の研
修や授業実践の積み重ねが必
要である。
ICT 関連の機器操作、保
守、管理、またウイルス対策
についての研修及び周知を引
き続き行う。
②各種マニュアルについて
は使いながら常に見直しを図
り、必要に応じて改善を重ね
ていく。
転出入に係る書類について
は、緊張感を持って複数のチ
ェックを重ね、組織として事
故を未然に防ぐ取組を継続す
る。
教育公務員としての自覚を
常に持って行動するようお互
いに呼びかけ、事故、不祥事
防止を組織として徹底する。
事故・不祥事防止のための
研修も開催方法や内容を工夫
し、職員一人ひとりの内面に
働きかける取組を行う。

